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神前地区ホームページ（アドレス

kanzaki-yokkaichi.com）もご覧ください。

表彰おめでとうございます！
11 月 6 日（日）に「令和 4 年度 第 11 回郷土が誇る芸能大会」が、四日市市文化会館第
2 ホールで開催され、神前地区からは高角町神前神社の「鳳鳴社」
（雅楽演奏）が出場されまし
た。古（いにしえ）から伝わる厳か（おごそか）な響きで会場を包み、伝統を受け継ぐ尊さを
伝えてくれました。
そのためか、その場において、
「鳳鳴社」のみなさんが「大陸の風」賞を受賞されました。四
日市市から「『これまでの活動に敬意を表し、今後も益々本市へ文化振興の寄与をしていただけ
ることを期待して』表彰します。」とのことでした。おめでとうございます！

演奏中の様子

表彰式の様子

表彰おめでとうございます！
11 月 8 日に開催されました「四日市市社会福祉
大会」において、次の方々が、四日市市社会福祉協
議会より、長年の地区福祉活動に対する貢献を称さ
れ、会長感謝賞（感謝状）が授与されましたのでお
知らせします。神前地区のためにご苦労いただき誠
にありがとうございます。おめでとうございます。
神前地区社会福祉協議会福祉部（前福祉部長）
曽井町 森
誓さん
神前地区社会福祉協議会福祉部（前福祉部会計）
曽井町 今村 小夜子さん

民生委員・主任児童委員の一斉改選が行われました。
12 月 1 日、3 年に
一度の「民生委員・主
任児童委員の一斉改選」
が行われ、右のように
改選されますので、お知
らせします。
「継続」の方々へ
民生委員、主任児童
委員の方々は、地域福
祉の中心として高齢独
居の方々や未就学未就
園の子ども達の見守り
活動や福祉相談、生活
支援や助言等を行って
いただいております。
常に困った方々の立
場に立って、いっしょに
考えてくださっていた
だきます。
そのために様々な研
修や交流も行っていた
だいております。

令和 4 年度 11 月まで

地区

名前

令和 4 年 12 月から

年度末

名前

年度初

菅原町

奥

祥子

継続

奥

祥子

継続

寺方町 1 区

小林 良子

退職

秋葉 順子

新任

寺方町 2 区

山下 典子

退職

川村 孝夫

新任

高角町（下瀬古） 岡本とし子

退職

武藤

昇

新任

高角町（中瀬古） 服部 淑子

継続

服部 淑子

継続

大森 嘉春

新任

高角町（西瀬古） （増員分）
高角町矢合

谷村 雅子

退職

清水 悦子

再任

曽井町

坂倉 純孝

継続

坂倉 純孝

継続

尾平町①

川北 訓夫

退職

中山 芳弘

新任

尾平町②

南 裕美子

退職

村山 長敏

新任

尾平町③

生川 宗利

継続

生川 宗利

継続

尾平町南

村山 孝子

継続

村山 孝子

継続

上名ヶ丘

川上 慶子

継続

川上 慶子

継続

美里ヶ丘①

奥山 恵子

継続

奥山 恵子

継続

美里ヶ丘②

松田 美子

継続

松田 美子

継続

主任児童委員（西） 杉野

まり

退職

竹中 里佳

新任

主任児童委員（東） 川村

まり

継続

川村 まり

継続

備考 尾平町

①：永井・中村・石塚
②：水上・上畑・新高平

美里ヶ丘

③：東組・西組

①：14 組～24 組、26 組～28 組
②：1 組～13 組、25 組、29 組

これからもよろしく
お願い致します。
「退職」された方々へ
日々、高齢の方々や子ども達の見守りや生活相談、様々な福祉イベントへ
のご協力ありがとうございました。おかげで地区内の、みなさん方が笑顔で
暮らせております。退職されましても、地区のためにご尽力をお願いいたし
ます。長年ありがとうございました。
「新任」の方々へ
たいへんご苦労をおかけしますが、これから地域の高齢の方々や子ど
も達のための見守り活動や生活相談、認知症予防や介護予防のための様
々な活動をよろしくお願い致します。
神前地区民生委員児童委員協議会

御池沼沢植物群落で草刈ボランティアをしませんか
（１）日

時

１２月１１日（日） 午前９時から正午※小雨実施

（２）場

所

天然記念物 御池沼沢植物群落東部指定地（西坂部町）

ヘルスリーダー イキイキ教室
楽しく笑って！介護予防！！

大池中学校南東約 350ｍ
（３）内

容

対

象：

おおむね６５歳以上の市民の方

会

場：

神前地区市民センター

日

時：

12 月 13 日（火）１３：３０～１５：００

12 月５日までに、名前、参加人数、交通手段、当日の連絡先を、電話か E メ

内 容：

ストレッチ体操、筋トレ、楽器の演奏と歌等

ールで、シティプロモーション部文化課までお知らせください。

持ち物：

マスク、タオル、飲み物 （動きやすい服装でお越しください）

自家用車をご利用の方は、午前８時 30 分までに文化財整理作業所（寺方町字

その他：

申込み、参加費は不要です。

北浦 1506、四日市中央工業高校南側）にお越しください。

お願い：

①参加される方は、マスクの着用や手指の消毒をお願いします。

除草および集草

（４）持ち物等

作業しやすく汚れてもよい服装・マスク・長靴・
ノハナショウブ（５月頃）

あれば草刈機
（５）申 込 み

（６）問 合 せ

四日市市シティプロモーション部文化課
電

出店者
募集！

★日

時：令和 5 年 3 月 11 日(土)

10：00～15：00

★会

場：本町プラザ 1 階ホール(四日市市本町９－８)

★内

容：手作り品(アクセサリーやスイーツなど)の販売、ネイルアート・
マッサージなどのサービス提供

★募 集 数：１０店程度(応募多数の場合は、選考のうえ、決定します)
★募集資格：市内在住、通勤・通学する、これから起業を考えている女性、または起業して間もない

リスクを心配される方は参加を控えていただくようお願いします。

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
TEL：059-330-5020
FAX：059-334-0606
HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/
所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階
【開館時間】
＜第 1 部＞9：00～11：30＜第 2 部＞12：30～14：00＜第 3 部＞15：00～19：00
※ 9 月から小学生以下は 17：00 まで、中高生 19：00 までに利用時間を変更しています。
各部の間に消毒を行います。その間、施設の利用はできません。
【主なイベント日時・内容】

女性
★申 込 み：12 月 15 日(木)までに、所定の申込用紙にご記入のうえ、E メール、FAX、または持
参ではもりあ四日市までお申込みください。
※申込用紙は、はもりあ四日市、各地区市民センター、はもりあ四日市のホームページにあります。
★そ の 他：無料託児あり(６ヵ月～小学３年生程度)
出店決定者は、後日開催する出店説明会に必ずご参加ください

12 月 3 日 10：00～
11：15
（土）
9：30～
12 月 13 日
11：00
※受付終了時間
（火）
10：30

ご不明な点は、
「はもりあ四日市」までお問い合わせください。
☎：354-8331

FAX：354-8339

Ｅメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp

家屋を取り壊したときはご連絡ください
家屋を取り壊したときは、固定資産税額が変わる可能性があるため
市役所資産税課家屋係までご連絡ください。
物置や車庫など、小さな建物であってもご連絡をお願いいたします。
担当 資産税課家屋係（電話 354-8135、354-8138）

会議室

②発熱や咳等の風邪症状がみられる方・基礎疾患をお持ちの方で、感染

話：059-354-8238、E メール：bunka@city.yokkaichi.mie.jp

男女共同参画センター“はもりあ四日市”では、令和５年３月１１日(土)～３月１２
日(日)で「はもりあフェスタ」を開催します。その企画の一つ「はもりあマルシェ」で、
起業を目指す女性の実践の場の提供として、“プチ起業出店者”を募集します。

2階

よかパパひろば
みんなで一緒に遊ぼう。今回
はクリスマス会をします。

対象/どなたでも
定員/当日先着 10 組

対象/0 歳～18 か月、出産予
赤ちゃん広場
定の人
体重測定や助産師に発育相談
定員/当日先着 10 組
ができます。
持ち物/母子手帳、バスタオル

12 月 17 日 10：30～
11：00
（土）

絵本のひろば
対象/どなたでも
おはなしとわらべうたであそ
定員/当日先着 10 組
びましょう。

10：00～
11：00
12 月 18 日
（日） 15：30～
16：30

手形カードをつくろう
家族で手の大きさ比べをしよ
う。成長記録にもなります。

対象/どなたでも
定員/1 回につき 1 グループ
5 名まで

【料 金】無料
【その他】新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。開館状況、イベ
ント実施状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、電話にてお問合せください。

人権プラザ神前教養講座

あなたのマイナンバーカードの申請をサポートします！
マイナンバーカードを作りたいけど、申請の仕方がわからない方のために、商業施設など
に出張してマイナンバーカードの申請サポートを実施します！
サポートを利用していただいた方にはノベルティをプレゼント！この機会にぜひ出張申
請サポートをご利用ください！
サポート内容
・マイナンバーカード交付申請書の記入のお手伝い
・インターネットでの申請のお手伝い
・交付申請用の顔写真の撮影、印刷、切り抜き及び貼り付け
・交付申請書送付用封筒(切手不要)のお渡し
・マイナンバーカードに関する相談・案内など
マイナンバーカード出張申請サポート実施予定表 時間は全て 10:00～18:00 です。
アピタ四日市店
２階休憩スペース

令和４年１２月

(西側エスカレーター付近)

令和５年 １月

１日(木)・

２日(金)、８日(木)・

９日(金)

１５日(木)・１６日(金)、２２日(木)・２３日(金)
５日(木)・ ６日(金)、１２日(木)・１３日(金)
１９日(木)・２０日(金)、２６日(木)・２７日(金)

イオンモール四日市北
１階専門店通路

令和 4 年１２月

３日(土)・ ４日(日)、２４日(土)・２５日(日)

令和５年 １月

７日(土)・

８日(日)・

９日(月・祝)

イオンタウン四日市泊
１階中央イベント広場

令和４年１２月

１０日(土)・１１日(日)

令和５年 １月

１４日(土)・１５日(日)、２８日(土)・２９日(日)

イオン四日市尾平店

令和 4 年１２月

１７日(土)・１８日(日)

(1 階東側エスカレーター付近)

令和５年 １月

２１日(土)・２２日(日)

【問い合わせ先】四日市市マイナンバーカードサービスセンター

『くらしの書道教室』

筆ペンで年賀状やのし袋などを書く練習をする書道教室です。色々なテーマで
練習して、きれいな字を身につけましょう。
対
日

象︓神前地区にお住まいの方
時︓ 令和 4 年 12 月 5 日〜令和 5 年 3 月 27 日（毎週月曜日） 10:00〜11:30
※令和 5 年 1 月 9 日、3 月 20 日は除く
全 14 回
講
師︓原⽥書道塾 原⽥静波さん
場
所︓人権プラザ神前 2 階 集会室
受 講 料︓無料
募集人数︓12 名（先着順）
締
切︓12 月 2 日(⾦) 17:15 まで
申 込 み︓人権プラザ神前 ☎326-0840 へ
そ の 他︓駐⾞場は人権プラザ神前または、神前地区市⺠センターの北にある公共駐⾞場をご
利⽤ください。参加にあたっては、感染症対策にご協⼒をよろしくお願いいたしま
す。当日体調のすぐれない方（発熱、咳・くしゃみ、風邪症状のある場合等）は、
無理をなさらず、参加をお控えください。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止となる場合があります。その
際は参加者に中止の連絡をしますので、ご了承ください

電話 059-340-8371

四日市市立あけぼの学園【作業療法士・相談支援専門員】（パートタイム）募集
行政書士によるマイナンバーカード申請相談会開催のお知らせ
三重県行政書士会では総務省の委託を受け、マイナンバーカードの代理申請などの相談を
無料でお受けしています。お気軽にご利用ください。
日 程：１２月２日（金）、５日（月）、９日（金）、１２日（月）、１６日（金）、
１９日（月）、２３日（金）、２６日（月）
時 間：いずれの日程も９：00～１２：00、１３：00～１６：00
場 所：四日市市役所１階 市民課横 行政書士相談員申請ブース
その他：二次元コード付き個人番号付申請書、本人確認書類（運転
免許証、パスポート、健康保険証など）をお持ちください。
※申請に必要となる顔写真は、その場で撮影しますので準備は
不要です。（無料）
問合せ 三重県行政書士会
行政書士 清 将人(せい まさと)
℡ 059-329-6537
fax 059-329-6535
四日市市役所 市民課
℡ 059-354-8152
fax 059-359-0282

◇募集職種 ＝ 作業療法士・相談支援専門員 各１名
◇勤務場所 ＝ 四日市市立あけぼの学園（下海老町 185-1、四日市消化器病センター
より南へ 150 メートル）
◇業務内容 ＝ 作業療法士：児童に対する作業療法訓練
相談支援専門員：児童発達支援の福祉サービスを利用するための利用計画
案の作成
◇資
格 ＝ 作業療法士：要
相談支援専門員：要
◇年
齢 ＝ 不問
◇勤 務 日 ＝ 週５日程度（応相談）
◇勤務時間 ＝ ８：３０～17：１５（1 時間の休憩時間含む）
◇時 間 給 ＝ １,３００円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
◇申 込 み ＝ 応募を希望される方は、あけぼの学園（℡３２５-４１２１）に電話のうえ、
履歴書と資格証明書のコピーを提出してください。書類選考のうえ、面接を
実施します。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

「グランドゴルフ大会」が行われました。

高齢者のつどい

10 月 29 日（土）、秋晴れの早朝から、神前地区
社会福祉協議会（福祉部）主催「高齢者の集い グラ
ンドゴルフ大会」が開催されました。100 名近くの
方々が参加され、盛大に行われました。
8 ホール 2 ラウンドの合計点で競い合いました。
8 時 30 分に一斉にスタートし、熱戦の火ぶたが
切って降ろされました。グランドゴルフは屋外で楽しむスポーツなので、コロナ下でも続
けることができていたようで、みなさんとても素晴らしい腕前を披露してくださいました。
広いグラウンドにたくさんの方々の楽しそうな声が響き渡りました。途中の休憩時間に
は、それぞれの仲間で今の試合の様子を話し合いながら笑い声が絶えませんでした。
みんなで集まって、楽しい一時を過ごすことができる地域の活動のすばらしさを感じま
した。
試合結果は、次の「社協だより」で詳しくお知らせ
してもらえると思います。また、いろいろな地域行事
ができるようになり、それぞれ興味のある活動に楽し
く参加できるようになってほしいと思います。
神前地区社会福祉協議会（福祉部）

あいさつ運動

第 8 回 朝の声掛け活動が行われました。

11 月 11 日（金）、神前地区あいさつ運動「第 8 回朝の声
掛け活動」が行われました。
少し冷え込みましたが、とても良いお天気で、子ども達も
出会うたびに大きな声で「おはようございます。」とあいさ
つしてくれました。とても元気そうですし、しっかり私の顔
を見てあいさつしてくれたのは、子ども達の心の健康さを表
しているようで、こちらもうれしくなってきます。
子どもたちが心も体も元気なのは、地域がゆったり落ち着
いているからだと思います。
これから寒くなり、また、コロナやインフルエンザも流行ると言われていますが、みんな
で気を付けながら、心は豊かに過ごしたいと思います。
神前地区連合自治会
地域のみなさんのご協力をお願いします。

神前小学校ＰＴＡ

同和問題を考える会が行われました。

10 月 29 日（土）、午後 2 時 30 分より神前小学
校視聴覚室と図書室において、
「同和問題を考える会」
が行われました。
神前小学校の教員と PTA、さらに地域の方々（主
に同推協）が一堂に会して「同和問題を考える会」が
行われるというのは、市内でもあまり例がない素晴
らしいことだと思います。
神前小の PTA の方々の子どもを思う気持ちの表れだと感じました。子ども達が差別をし
ない子になってほしいという強い願いの表れだと思います。子どもは、周りの大人の言動や
地域の雰囲気から、いろいろなことが強く刷り込まれてしまうことが多いように思います。
周りの大人が差別を知らないということは、知らず知らずのうちに差別しているかもしれ
ないということです。その言動が子ども達に刷り込まれてしまうのです。
だから神前小のＰＴＡの方々は「きちんと知る」こ
とで、
「知らず知らずのうちに子ども達に差別を刷り」
こまないようにしよう」という考えを、ちゃんと持っ
てみえるということだと思いました。
「自分の中の差別心は、いろいろなことを話す中で
見つけられる。その見つけた差別心としっかり向き合
うことで、自分を変えることができる。」と考えます。
せっかく「神前」で生きているのだから、いろいろな場に参加して、いろいろことを話
し合いましょう。

菅原町の声掛け活動

寺方町 2 区の声掛け活動

高角町の声掛け活動

寺方町 1 区の声掛け活動

「かんちゃん」の友だちを募集します！

同推協のシンボル

2023 年は、神前同推協発足 50 周年を迎えます。
この間、シンボルの「かんちゃん」も一人でがんばって
くれました。しかし、この機会に「お友だち」を募集する
ことになりました。
「差別をなくす」同推協活動もどんどん仲間を増やし
ていこうということで、一人でがんばるよりも二人で、
がんばって活動するほうがもっと多くの方々に知っても
らうことができると考えたからです。
同推協の「かんちゃん」
何をするにも一人よりも二人、二人よりもたくさんの人と
いっしょにしたほうが楽しさは倍になり、辛さ苦しさは半分になると言いますよね。
ぜひ「かんちゃん」の親友になる友だちを考えてあげてください。
応募の仕方は「同推協だより」で詳しくお伝えします。
神前地区同和教育推進協議会
よろしくお願いします。

各地区カフェのご案内
【一般】
宙ごはん
町田 そのこ
町田 そのこ
星を掬う
ねじれ筋のばし
今村 匡子
人は話し方が 9 割
永松 茂久
マイ・プレゼント
青山 美智子
【児童】
吾妻鏡
上 まんが日本の古典
吾妻鏡
中 まんが日本の古典
吾妻鏡
下 まんが日本の古典
平家物語 上 まんが日本の古典
平家物語 中 まんが日本の古典
平家物語 下 まんが日本の古典
10 歳から知っておきたいお金の心得
【絵本】
ドアをあけたら
しまだ ともみ
ぐりとぐらとすみれちゃん
なかがわ りえこ
ぐりとぐらのおおそうじ
なかがわ りえこ
ぐりとぐらとくるりくら
なかがわ りえこ

各カフェサロンの開催予定です。今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況により急
きょ、当日中止する場合もあります。ご理解の上、ご容赦ください。開催できましても、
町内の方を対象としますのでご承知おきください。当日は、ご自宅での事前検温とマス
クの着用をお願いします。また、体調の優れない方の参加はご遠慮ください。
大日 Café サロン

竹宮
竹宮
竹宮
横山
横山
横山
八木

惠子
惠子
惠子
光輝
光輝
光輝
陽子

日

時：12 月

場

所：寺方 1 公会所

１０：００～１２：００

協力費：100 円

カフェ あったかつの
日

時：12 月 12 日（月） ★毎月第２月曜日

場

所：高角町公会所

９：００～１１：３０

協力費：100 円

より曽井サロン
日

時：12 月 8 日（木）

場

所：曽井町公会所

★毎月第２木曜日
会

１０：００～１２：００

費：100 円

カフェサロン尾平
日

時：12 月 20 日（火） ★毎月第３火曜日

場 所：尾平町集落センター

会

１０：００～１２：００

費：100 円

とおりゃんせ in 菅原
日

※ かんざき文庫では、平日８：３０～１７：００まで図書の貸し出しをしています。
お一人につき 1 回 5 冊（新刊は 2 冊）まで借りることができます。
貸出期間は２週間です。

時：12 月

こにゅうどうくんの☆ちょこっと健康情報

開催予定なし

※なお、開催にあたり各町内の方を対象としますのでご承知おきください。

あいさつ運動
「コロナをも

ゆっくり、よく噛んで食べよう

6 日（火） ★毎月第１火曜日

吹き飛ばすよな

標語コンクール自治会長賞
あいさつを」 菅原町 西林暖笑さん（小 4）

締め切りを少し過ぎてしまいましたが、がんばってすばらしい作品
に仕上げて提出してくださいました。審査の結果、菅原町の自治会長

1 日３食毎日繰り返す食事。
ついつい早食いになっていませんか？
よく噛んで食べることは、あなたの
全身を健康に保つことにつながります。

●自然と噛む回数が増える「調理」の工夫●

少し遅れましたが、紹介させていただきます。
・皮付きのまま調理する

・大きく切る

●よく「噛む」ことはいいこといっぱい●
肥満の予防
満腹のサインが脳に伝わり、食べ過ぎを防ぐ

【お詫びと訂正】
事務局がまた失敗してしまいました。標語作品を提出してもらった方々は、一言一句考
え抜いていただいたにもかかわらず、無頓着な事務局が間違えてしまいました。作者の方

・繊維に沿って切る

・硬めに仕上げる

脳の活性化
脳への血流が増加することで、脳の働きが活発
になり、記憶力向上や認知症予防につながる

には本当に申し訳ありませんでした。お詫びして訂正させていただきます。ごめんなさ
い。

・いくつかの食材を組み合わせる

胃や腸の働きを抑える
唾液の分泌が増え、胃や腸の消化を助ける

賞に値するとして入選しました。

例）ハンバーグに野菜やきのこなどを入れる
ほうれん草のお浸しに他の野菜、きのこなどを入れる

食事はよく噛んで、ゆっくり楽しみましょう
詳しくは四日市市公式サイトにて・・・トップページ ライフメニュー〔健康・医療〕
→健康・医療・保健所→成人の健康づくり→必見！健康情報 へ

四日市市 健康づくり課
電話 059-354-8291

「あいさつは

友だちづくりの

第一歩」

高角町 下村健太さん

※ 「友だちづくりの」の「の」が大切な意味を持っています。

「「おはよう」で

始まる朝の

会いことば」

高角町矢合

松浦理恵さん

※ 「会いことば」の「会い」に「出会い」の意味を込めました。

神前小学校 5 年生

もち米販売のお知らせ

今年も神前小学校 5 年生と地域のみなさんとともに作った
もち米がたくさん収穫できました。
例年は地区文化祭で販売しますが、今年も中止なので、特
別に販売します。
5 年生のみんなが一生懸命苗作り、田植え、稲刈りをした
もち米なので、ぜひたくさん買って、お料理に使ってください。
【日
時】2022 年 12 月 3 日（土） 午前の部 9:00～
午後の部 13:00～
【場
所】神前小学校 体育館横ホール
【お 値 段】1 合 80 円 お一人様最大 3 合までです！
【販売予定数】午前の部、午後の部とも 380 合ずつです。
なくなり次第終了となります。ご了承ください。
【お 問 合 せ】お困りごとがありましたら、神前小学校までお尋ね
ください。℡ 325-2080（平日 16:00～18:00）
四日市市立神前小学校

令和 4 年度第 3 回大日山整備活動が行われました。
11 月 13 日（日）、もうすぐ雨が降りそうな天気でしたが、
令和 4 年度第 3 回大日山整備活動及び菅原町「とおりゃんせ」
の整備活動が行われました。
神前里山を守る会のメンバーを中心に地域の有志の方々30
数名が参加して行われました。
今回は 12 月 4 日（日）に社協青少年部主催の「ふれあい事
業」が行われる予定なので、子ども達が自然の中で安全に安心
して遊べるように、危険な物や怪我しそうなものを取り除くことを目指して行いました。
散策路を特に安全にしたり、山頂付近の遊び場や休憩所の下草を刈り、遊具やベンチを点
検したりしました。途中で雨が降ってきたのでそこまでで終わ
りましたが、目的は達成できたと思います。
12 月のふれあい事業には多くの子ども達が参加して、自然
の中で思いっきり遊んでほしいと思っています。
第 4 回は 2 月 12 日（日）を予定しています。小学校の卒業
生の記念植樹の準備を兼ねて行います。ボランティア参加を募
集しております。ぜひ子どもたちのためにも参加してくださる
方をお待ちしております。参加していただける方は団体事務局
（℡327-1501）までご連絡ください。
神前里山を守る会

ウィンターウォークラリーの下見が行われました。
令和 5 年 1 月 22 日（日）に予定されています「神前地区
ウィンターウォークラリーイン神前」のコース下見が行われま
した。
主催の社協文化部及び協力する社協保体部、交通安全協会神
前支部の方々、地区市民センターが参加して、安全面を最優先
にコースの危険個所や安全性を確認しながら点検確認を行いま
した。
今回は、神前地区西部（寺方町 1 区、寺方町 2 区、高角町を中
心に）交通量の多い道路を避け、なるべく歩行者中心に歩ける道
を選びながら確認しました。
半日かけて約 6 ㎞の道のりを決めることができました。
とても良いコースが選ばれたと思います。
申込みは 11 月 28 日（月）からです。親しい方とチームを
作り、ぜひ申込んでください。今年もコロナの関係で 125 名
25 組までの予定です。
コロナも下火になって、盛大に開催されることを期待しましょう。
神前地区社会福祉協議会

市人同協 西部ブロック人権講演会が行われました。
11 月 13 日（日）13:30 から桜小学校体育館で、四日市市
人権同和教育推進協議会西部ブロック主催人権講演会が行われ、
神前地区からも同推協を中心に 30 名近くの方が参加されまし
た。
講師は迫文代さんで「心も体も若返る 50 代から挑む新たな
人生」というお話をしてくださいました。
迫さんといえば「なるほどザ・ワールド」ですが、みなさん
はご存じですか？
もう 30 年ほど前のテレビ番組ですが、視聴率 36％の大ヒット番組でした。世界中の国々
へ出かけそこからクイズを出題するという番組で、世界の様々な日本と異なる習慣や食べ物
が話題になった番組でした。そのリポーターとして世界中を
飛び回り活躍されましたが、30 代で番組を終え、50 代ま
で子育てし、50 代から鎌倉の自宅を改装してカレー屋さん
を始めた迫さんの人生への取り組み方をお聞きすることで、
人としての生き方を考えさせてもらいました。
詳しくは同推協だよりをご覧ください。
神前地区同和教育推進協議会

